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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２８年 ６月 ３０日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                          セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  広島大学・大学院医歯薬保健学研究院 

（ふりがな）        かとう こういち 

職・氏 名  教授・加藤 功一  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（中華人民共和国）とのセミナー（振興会対応機関： NSFC ） 

 

 

2． セミナー名  第 4回日本-中国ナノメディシン・シンポジウム                      

 

 

3． 期   間  平成２８年５月１２日 ～ 平成２８年５月１３日（２日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 北九州市・北九州国際会議場                              

 

5． 参加者数   日本側      ３４名（うち、滞在費等本会負担  ２２ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ８名（うち、滞在費等本会負担   ８ 名） 
 

その他の国   ３ 名 
 

参加者  計  ４５ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

竹中 繁織＊ 

佐藤 しのぶ＊ 

李  艶君＊ 

石原 一彦＊ 

原田 敦史＊ 

藤田 恭久＊ 

中村 教泰＊ 

永井 健治＊ 

荻野 俊郎＊ 

根本 知己＊ 

一柳 優子＊ 

林   婕＊ 

金野 智浩＊ 

湊元 幹太＊ 

安藤 正浩＊ 

有馬 祐介＊ 

宇理須 恒雄＊ 

北村 成史＊ 

吉清 恵介＊ 

田中 賢＊ 

田中 啓文＊ 

丸山 厚 

平田 伊佐雄 

梶間 篤人 

篠崎 慎吾 

林田 康伸 

峰松 宏樹 

黒田 正雄 

坂本 龍太 

中島 生羽 

中山 彰 

濱中 恒志 

開 健亮 

九州工業大学・物質工学・教授 

九州工業大学・物質工学・准教授 

大阪大学・工学（系）・准教授 

東京大学・工学（系）・教授 

大阪府立大学・工学（系）・准教授 

島根大学・総合理工学・教授 

山口大学・医学（系）・教授 

大阪大学・産業科学研究所・教授 

横浜国立大学・工学（系）・教授 

北海道大学・電子科学研究所・教授 

横浜国立大学・工学（系）・教授 

島根大学・研究機構戦略的研究推進センター・助教 

東京大学・工学（系）・准教授 

三重大学・工学（系）・講師 

早稲田大学・ナノ理工学研究機構規範科学総合研究所・次席研究員 

京都大学・再生医科学研究所・助教 

名古屋大学・グリーンモビリティ連携研究センター・招聘教員 

東北大学・医学（系）・助教 

島根大学・生物資源科学・助教 

九州大学・先導物質化学研究所・教授 

九州工業大学・生命体工学研究科・教授 

東京工業大学・生命理工学・教授 

広島大学・医歯薬保健学・助教 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 

九州工業大学工学研究院・修士 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 中国医学科学院基礎医学研究所 北京協和医学院基礎学院・教授・許 海燕 

     

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Zhirui Guo＊ 

Haifang Yin＊ 

Qiangbin Wang＊ 

 

Yueqing Gu＊ 

Ning Gu＊ 

Haiming Fan＊ 

Jian Liu＊ 

The Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University・Associate Professor 

Tianjin Medical University・Professor 

Suzhou Institute of Nano-Tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of 

Sciences・Professor 

China Pharmaceutical University・Professor 

Southeast University・Professor 

Northwest University・Professor 

Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union 

Medical College・Associate Professor 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

劉 柏麟 

邱 詩婷 

蒋 攷妤 

台湾精華大学・修士（台湾） 

台湾精華大学・修士（台湾） 

台湾精華大学・修士（台湾） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

ナノテクノロジーの医療への応用は、革新的な治療技術を発展させ、超高齢化社会に対応できる安全・安

心な医療技術を提供する上で極めて重要な課題である。ナノテクロジーは、我が国の科学技術基本計画にお

いて重点的推進課題としての位置にあり、我が国が強みを有し、経済・社会的な課題の解決に役立つ共通基

盤技術として認識されている。このような国家的な重点投資は、我が国にとどまらず、世界各国で同様な動

きがみられる。この２０年余りの間、世界中の研究者によって、ナノスケールの分子集合体設計、微細加工、

情報変換、光センシングなど、多種多様なナノメディシン関連技術について盛んに研究が行われ、多くの新

しい診断法や治療法が提案されてきた。  

 以上の背景のもと、中国において極めて活発にナノメディシン研究を行うトップクラスの研究者集団から、

我が国と中国との間で最先端メディシン研究に関する情報交換の場を設けたいとの申し出があり、平成２５

年１０月に第１回日中ナノメディシン・シンポジウムを中国・南京において開催した。その後、第２回を日

本・広島、第３回を中国・北京と日本と中国で毎年交互に開催し、今回、第４回日中ナノメディシン・シン

ポジウムを日本・北九州で開催した。 

熊本地方での大震災が開催 1 ヶ月前にあり、会場が震災

地区と距離的に近いため、中国側の参加が危ぶまれたが、

欠席された先生も想定よりも少なく、その欠席理由も震災

とは全く関係なく、今回のシンポジウムは滞りなく無事に

開催できた。中国側の 8演題と日本側の 22演題（九州工業

大学の田中啓文先生の追加公演を含む）、合計 30 演題によ

る、活発な議論が行われた。(図 1) 

 前回のシンポジウムでは研究紹介や情報交換が主な目的であったが、今回は日中の研究者間の一層の連携

強化とネットワーク拡大を図るとともに、それらの融合の深化を狙った。近年、中国では優秀な若手研究者

が米国等から次々と帰国し、精力的な研究活動を通して同国における本分野の発展に大きく寄与している。

今回のシンポジウムにおいても、中国側と日本側の若手の先生が多く参加しており、若手を主体とした日本

と中国との研究者集団との連携を図る筋道を立てることができた。 

 ナノメディシンに関わる研究領域は、物理工学、材料化学、生命工学、医学、薬学など広範な学術分野

を基礎としており、様々な学術分野の研究者が参画する融合領域である。研究者たちは自身のバックグラウ

ンドとなる学会を主な活動の場としているため、ナノメディシンに特化した議論の場は日本と中国の両国に

おいて決して多くなく、若手研究者は情報収集や自らの研究成果を問う機会に恵まれていないのが現状であ

る。まだまだ発展途上にあるナノメディシン研究分野においては、若手研究者の国際競争力の強化、多様な

分野の研究者と融合研究が不可欠である。今回のシンポジウムによって、日中間の国際共同研究が一層活発

化し、両国における研究プロジェクト提案が増大するとともに、大学院生やポスドク等の若手研究者の人物

交流が益々盛んになるものと予想する。そのような着実な人材育成によって、将来、研究成果の社会還元が

進むものと期待される。 

図１．第 4 回日本－中国ナノメディシン・シンポジウム 
での集合写真 


